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1 木  血液検査部門　
「形態セミナー シニア」
会　場: 大阪医療技術学園専門学校 
時　間: 18:30 ～20:00 参加費: 会員（オブザーバー）600円

非会員（他府県会員含）1,000 円
連絡先: 大阪国際がんセンター　田中 秀磨　(hiyushu666@m5.gyao.ne.jp)

【平成30年3月号ニュース・行事予定表締切り】
2 金
3 土  大臨技 手話講演会

「医療現場に必要な手話」
講　師: 合同会社チームヒューマン　徳永 京子
会　場: 大阪医療技術学園専門学校 2 階大教室
時　間: 14:30 ～16:30 参加費: 無料
連絡先: 市立豊中病院　清水 隆之　（akane@mub.biglobe.ne.jp）

 日臨技申請事業
血液検査部門 特別講演会4
「第1回日臨技骨髄像研修会2017参加報告と検査技師人生報告」
1. 第1回日臨技骨髄像研修会2017参加報告
講　師: 大阪市立大学医学部附属病院　今井 重良

松下記念病院　塩崎 尚子
2. 私の検査技師人生　これからのあなたたちに伝えたいこと
講　師:（株）ファルコバイオシステムズ　鳩宿 敏彦

会　場: あべのメディックス 6 階
時　間: 14:30 ～17:00 参加費: 会員500円 非会員1,000 円
連絡先: 大阪国際がんセンター　田中 秀磨　（06-6945-1181(6429)）

4 日
5 月
6 火
7 水
8 木  免疫化学検査部門 定期講習会

「電解質データについて」
1．総論 電解質データ変化の機序と疾患例
講　師: 済生会吹田病院　髙﨑　匡

2．実践 電解質データ異常をきたす疾患
講　師: 大阪市立大学医学部附属病院　大浦 綾子

会　場: 大阪医療技術学園専門学校 2 階大教室 
時　間: 18:30 ～20:00 参加費: 会員500円 非会員1,000 円
連絡先: 大阪府済生会吹田病院　髙﨑　匡

(immunoandchem-osaka@yahoo.co.jp)
●大臨技理事会 会 場: 大臨技事務所 時 間: 19:00 ～20:30

9 金
10 土
11 日
12 月  第2回大臨技医学検査学会

「Next step from First step　～のばせ検査のこころ・技術・研究～」
会　場: 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）11・12階
時　間: 9:00 ～16:00 参加費: 会員3,000 円 非会員10,000 円　
連絡先: ( 公社) 大阪府臨床検査技師会　第2回大臨技医学検査学会事務局

(2ndcomt@oamt.jp)
13 火
14 水  多職種公開講座

チーム医療部門 ICT部会講習会
「アウトブレイク発見から終息まで～MRSA・緑膿菌・CD 事例～」
講　師: ICT 部門委員
会　場: 大阪市立大学医学部 学舎6階中講義室2
時　間: 18:30 ～20:00 参加費: 500 円（一律）
連絡先: 大阪市立大学医学部附属病院　中家 清隆

(m1357265@med.osaka-cu.ac.jp)
15 木 ●地区事業部会 会 場: 大臨技事務所 時 間: 19:00 ～20:00
16 金
17 土  平成29年度大臨技 冬季 献血推進活動

会　場: 京橋駅前広場
時　間: 10:00 ～16:30 参加費: 無料
連絡先: 市立豊中病院　清水 隆之　（akane@mub.biglobe.ne.jp）

18 日 平成29年度 日臨技近畿支部 臨床一般検査研修会
1. 基礎から学ぶ腎尿路の一般検査
講　師: 藤田保健衛生大学　星　雅人

2. スライドカンファレンス「一般検査領域いろいろ」
講　師: 大阪大学医学部附属病院　堀田 真希

3. ランチョンセミナー　
講　師: シスメックス（株）

4. ランチしながら語る「臨床検査技師として学び、仕事して楽しんできた道」
講　師: 公立甲賀病院　藪　真奈美

紀南病院　鈴木 恭子
5. 腎臓病－経過・検査・治療について－
講　師: 紀南病院　是枝 大輔

6. 検査から（腎尿路系）病態を推測するチカラを･･･
講　師: 北陸大学 医療保健学部医療技術学科　油野 友二

会　場: 済生会和歌山病院 7 階講堂
時　間: 9:50 ～16:10
連絡先: 紀南病院　鈴木 恭子　(skyoko@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp)

18 日  日臨技申請事業
第32回大阪病理技術研究会
1. 発がん性試薬を持たない、使わない特殊染色の工夫
講　師: 奈良県立医科大学附属病院　龍見 重信

2. 特殊染色の染色工程における検討
講　師: 兵庫医科大学病院　鳥居 洋祐

3. 当院における染色ドーゼの開発
講　師: 大阪労災病院　三村 明弘

4. 抗原賦活法によるＫｉ-67染色結果への影響
講　師: 神戸大学医学部附属病院　今川 奈央子

5. 電解非接触攪拌技術を用いた迅速免疫染色法の術中迅速組織診断への応用
講　師: 神戸大学医学部附属病院　森藤 哲史

6. 病理検査における検体取り違え防止対策
講　師: 北野病院　原田 孝馬

7. 病理組織標本作製における静止画を用いた検体誤認防止システム
─タブレット端末を活用した本学の運用法─
講　師: 浜松医科大学医学部附属病院　栗田 佑希

8. 病理検査の将来展望
講　師: ロシュダイアグノスティックス（株）　筒井 康博　

9. 病理検査室における精度管理
講　師: 公立那賀病院　稲垣 充也

10. 5年目を迎えた認定病理検査技師制度について-試験対策と資格更新-
講　師: 大阪回生病院　菅原 眞由美

会　場: 住友病院 14 階講堂
時　間: 13:30 ～17:35 参加費: 会員500円 非会員1,000 円
連絡先: 大阪府済生会野江病院　小椋 聖子

(seiko.ogura@noe.saiseikai.or.jp)
19 月
20 火  多職種公開講座

チーム医療部門 糖尿病療養指導部会 定例勉強会
1. 「糖尿病の基礎知識のまとめ」
講　師: 関西電力病院　坂口 健治

2. 「検査説明業務実施までの道のり ～当院のケース～」
講　師: 府中病院　谷川　崇

会　場: 大阪医療技術学園専門学校 2 階大教室
時　間: 19:00 ～20:30 参加費: 500 円（一律）
連絡先: 松下記念病院　江後 京子　(ego.kyoko@jp.panasonic.com)
●渉外部会 会 場: 大臨技事務所 時 間: 19:00 ～20:30

21 水 ●総務・会計部会 会 場: 大臨技事務所 時 間: 19:00 ～20:30
22 木  日臨技申請事業

微生物検査部門 定期講習会
症例発表会～各種症例の発表～
会　場: 大阪医療技術学園専門学校 2 階大教室
時　間: 18:30 ～20:00 参加費: 会員500円 非会員1,000 円
連絡先: 大阪市立大学医学部附属病院　仁木　誠　（niki@med.osaka-cu.ac.jp）

23 金
24 土
25 日  日臨技申請事業

輸血検査部門 輸血セミナー2018
1. 「血液センターにおける感染症検査」
講　師: 近畿ブロック血液センター　木村 恵子

2. 「血液型不適合幹細胞移植時の輸血管理」
講　師: 大阪市立大学医学部附属病院　藤野 惠三

3. 「心臓移植」～輸血と安全な管理について～
講　師: 大阪大学大学院医学系研究科　吉川 泰司

4. 「腎移植における減感作療法について」
講　師: 大阪急性期・総合医療センター　蔦原 宏一

5. 「造血幹細胞移植の理解を深める」
講　師: 関西医科大学附属病院　伊藤 量基

会　場: 大阪医科大学北キャンパス 看護学部看護学科講堂 
時　間: 10:00 ～16:00 参加費: 会員3,000 円 非会員5,000 円 
連絡先: 大阪府済生会中津病院  深田 恵利奈 

（yuketsu_osaka@yahoo.co.jp）
26 月
27 火 ●学術部会 会 場: 大臨技事務所 時 間: 19:00 ～20:30
28 水 ●常務理事会 会 場: 大臨技事務所 時 間: 19:00 ～20:30

★講演会・講習会参加時は必ず会員証をご持参ください★
入会および継続申請中の方は会員証の代わりとして、会費振納入後の郵便振込み

用紙領収書、または会員登録証明ハガキを提示してください。

天候等の影響で開催が危ぶまれる際は、
大臨技ホームページの「お知らせ」にある情報を
当日にご確認ください。

重 要 な
お知らせ

★ご注意！★　会員証の提示がない場合は、非会員扱いとさせていただきます。行 事 内 容
2018 2月 大臨技 行事予定表 ※基礎=日臨技生涯教育点数 基礎教科

※専門=日臨技生涯教育点数 専門教科

 http://www.osaka-amt.or.jp/


